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船越　拓 15 外科1 谷川　和也 461 麻酔科 藤田　博一 574 医学教育・創造推進室 森田　ゆかり 726 神経内科 内田　一茂 第2017-22号 消化器内科
掛田　恭子 20 神経精神科 穴吹　和貴 467 血液・呼吸器内科 高橋　有紗 576 老年病・循環器内科科 都築　たまみ 727 産科婦人科 岩部　純 第27-11号 手術部
村田　和子 33 放射線科 辻井　茂宏 469 外科1 大野　清二 578 眼科 伊藤　いづみ 744 老年病・循環器内科科 木戸　一成 高松　16 皮膚科
杉本　健樹 36 乳腺センター 大西　広志 481 血液・呼吸器内科 杉浦　佳代 579 眼科 古島　朋美 746 神経精神科 深田　聡 広島　920 泌尿器科
弘瀨　かほり 44 耳鼻咽喉科 山上　卓士 483 放射線科 長尾　佳樹 580 小児思春期医学 松下 恵理子 747 眼科 川本　常喬 広島1612 外科2
池上　信夫 63 産科婦人科 髙谷　将悟 484 整形外科 沖　裕昌 602 消化器内科 福田　仁 748 脳神経外科
羽柴　基 89 消化器内科 石元　達士 485 皮膚科 谷内　恵介 604 内視鏡診療部 帆足　裕 749 脳神経外科
松島　幸生 93 産科婦人科 中島　英貴 486 皮膚科 越智　経浩 605 生理学 島田　知加子 751 放射線科
横山　美矢子 95 老年病・循環器内科科 上羽　佑亮 487 脳神経外科 寺田　典生 606 内分泌代謝・腎臓内科 竹内　雅音 752 老年病・循環器内科科
並川　努 122 外科1 福井　直樹 488 脳神経外科 中山　修一 607 内分泌代謝・腎臓内科 村松　脩大 755 整形外科
砥谷　和人 136 血液・呼吸器内科 蘆田　真吾 489 泌尿器科 佐野　栄紀 608 皮膚科 溝渕　朋佳 756 眼科
久川　浩章 137 小児思春期医学 仙頭　慎哉 490 歯科口腔外科 吉松　梨香 610 放射線科 横山　卓司 757 形成外科
小河　真帆 139 外科1 五十嵐　陽一 492 整形外科 花﨑　和弘 611 外科1 西村　拓哉 758 老年病・循環器内科科
北村　直也 142 歯科口腔外科 髙田　和香 493 産科婦人科 横山　正尚 613 麻酔科学 北代　晶帆 759 医療人育成支援センター
上村　直 188 外科1 岡田　浩晋 494 外科2 髙岡　誠人 614 血液・呼吸器内科 橿尾　岳 760 医療人育成支援センター
北岡　智子 192 麻酔科学 宮本　由賀 495 神経内科 濱田　史泰 615 脳神経外科 木田　波斗 761 医療人育成支援センター
辛島　尚 195 泌尿器科 岩河　千栄 497 神経精神科 中城　登仁 616 脳神経外科 佐野　俊広 762 医療人育成支援センター
井上　啓史 209 泌尿器科 西原　利治 498 消化器内科 笹部　衣里 617 歯科口腔外科 塩田　さあや 763 医療人育成支援センター
渡邊　理史 211 産科婦人科 矢野　有佳里 500 消化器内科 福田  憲 618 眼科 田中　絢子 764 医療人育成支援センター
酒井　瑞 213 血液・呼吸器内科 大畠　雅之 501 外科1 永野  靖典 620 整形外科 永松　秀一 765 医療人育成支援センター
橋元　粧子 241 産科婦人科 山中　大樹 502 麻酔科学 大﨑　康史 624 神経内科 廣瀬　陽 766 医療人育成支援センター
金川　俊哉 242 外科1 濱本　諒 503 小児思春期医学 中越　菜月 625 麻酔科学 三木　健生 767 医療人育成支援センター
堂野　純孝 252 小児思春期医学 角　環 504 眼科 梶山　泰平 626 耳鼻咽喉科 山本　博隆 768 医療人育成支援センター
小森　正博 256 耳鼻咽喉科 久野　貴平 505 泌尿器科 長野　祥 627 消化器内科 貞廣　紀子 769 医療人育成支援センター
青井　二郎 258 耳鼻咽喉科 吉田　真夏 506 耳鼻咽喉科 高﨑　元樹 642 消化器内科 吉岡　玲子 774 消化器内科
伊藤　広明 259 耳鼻咽喉科 田村　賢司 507 泌尿器科 村田　紘子 643 消化器内科 勝賀瀬　智大 775 脳神経内科
沖　豊和 272 外科1 黒川　早紀 508 産科婦人科 西山　充 644 内分泌代謝・腎臓内科 前田　優 777 耳鼻咽喉科
安岡　美貴 276 放射線科 岩﨑　信二 509 消化器内科 堀野　太郎 645 内分泌代謝・腎臓内科 吉本　康高 779 神経精神科
牛若　昂志 301 産科婦人科 小野　正文 510 内視鏡診療部 井上　紘輔 646 内分泌代謝・腎臓内科 藤井　紀光 780 眼科
重松ロカッテリ万里恵 303 麻酔科学 宗景　玄祐 512 消化器内科 猪谷　哲司 647 内分泌代謝・腎臓内科 植村　夏実 781 血液・呼吸器内科
神元　裕子 310 麻酔科学 古谷　博和 514 神経内科 橋本　大輔 648 内分泌代謝・腎臓内科 河合　亮 782 神経精神科
水田　順也 338 血液・呼吸器内科 門田　知倫 515 救急部 小笠原　真沙実 649 内分泌代謝・腎臓内科 久保　沙羅 783 　
山川　泰幸 341 放射線科 江渕　みのり 516 眼科 向田　賢市 650 血液・呼吸器内科 太田　雄飛 784 泌尿器科
大澤　直人 355 老年病・循環器内科科 岸本　達真 517 眼科 齊藤　志穂 653 小児思春期医学 青嶋　美紀 787 歯科口腔外科
藤澤　和音 356 外科1 大畑　雅典 518 微生物学講座 南口　博紀 655 放射線科 森坂　広行 789 皮膚科
仰木　健太 376 放射線科 西垣　厚 519 麻酔科学 梶原　賢司 656 放射線科 町田　佐和 792 リハビリテーション部
穴山　貴嗣 377 外科2 葛西　雄介 522 整形外科 坂本　浩一 657 外科1 宇高　恵子 801 免疫学
横山　彰仁 378 血液・呼吸器内科 赤松　正規 523 神経精神科 山田　るりこ 658 産科婦人科 濵田　知幸 809 老年病・循環器内科
窪田　哲也 379 血液・呼吸器内科 安岡　江里奈 524 神経精神科 山本　眞代 664 歯科口腔外科 馬場　裕一 811 老年病・循環器内科
松本　宗一 381 耳鼻咽喉科 山本　ゆい 526 老年病・循環器内科科 石田　健司 665 リハビリテーション部 中島　喜美子 812 皮膚科
小林　道也 383 がん治療センター 耕﨑　志乃 530 放射線科 瀬尾　宏美　 666 総合診療部 葛目　雅弓 813 耳鼻咽喉科
岡本　健 384 がん治療センター 市川　麻由 543 消化器内科 小松　直樹 667 総合診療部 中島　里穂 815 皮膚科
前田　広道 385 がん治療センター 木岐　淳 548 消化器内科 森　学美　 668 神経精神科 近藤　翔太 822 リハビリテーション部
森田　聡美 386 産科婦人科 平野　世紀 549 老年病・循環器内科科 大黒　太陽 670 産科婦人科 岡本　茉奈実 823 薬剤部
山本　槙平 387 産科婦人科 北岡　裕章 550 老年病・循環器内科科 野村　真也 671 小児思春期医学 古味　駿 836 消化器内科
執印　太郎 399 次世代医療創造センター 山﨑　直仁 551 老年病・循環器内科科 岩田　英樹 672 麻酔科学 小島　研介 854 血液内科
廣橋　健太郎 407 外科2 上田　素子 552 老年病・循環器内科科 竹森　大悟 673 泌尿器科 山脇　悠 860 歯科口腔外科
荻野　慶隆 408 血液・呼吸器内科 芝　佑平 553 泌尿器科 原田　奈々世 674 産科婦人科 耕﨑　望 861 歯科口腔外科
小笠原　光也 431 消化器内科 山本　真有子 556 皮膚科 野崎　靖子 675 消化器内科 岡田　大季 862 医療人育成支援センター
耕﨑　拓大 432 消化器内科 駄場中　研 557 外科1 坪井　麻記子 676 消化器内科 小野瀬　康人 864 麻酔科
河野　崇 435 麻酔科学学 宮下　浩平 558 外科2 大津留　祥 678 医療人育成支援センター 岡本　都 865 老年病・循環器内科
小林　泰輔 438 耳鼻咽喉科 前田　長正 561 産科婦人科 北代　亮太郎 679 医療人育成支援センター 安宅　香弥 866 泌尿器科
谷口　亜裕子 440 血液・呼吸器内科 西内　貴史 562 眼科 隅田　佐和 680 医療人育成支援センター 南場　寛文 867 整形外科
兵頭　政光 441 耳鼻咽喉科 近藤　雄一郎 566 眼科 橿尾　梨恵 684 眼科 川添　哲嗣 870 薬剤部　
山本　哲也 442 歯科口腔外科 堅田　千晶 567 産科婦人科 田所　司 691 麻酔科学 上羽　哲也 2219 脳神経外科
藤枝　幹也 443 小児思春期医学 岡本　奈緒 569 老年病・循環器内科科 水田　洋 699 内視鏡診療部 髙松　和史 YCH-023 血液・呼吸器内科
菊地　広朗 444 小児思春期医学 山本　翔太 570 消化器内科 石田　信子 700 外科1 小橋　　陽加 京単第20161160号 皮膚科
有馬　直輝 448 老年病・循環器内科科 江口　智浩 572 内分泌代謝・腎臓内科 楠目　エマ 701 皮膚科 小林　加奈 京都10008 放射線科
藤岡　愛 453 皮膚科 小笠原　史也 573 血液・呼吸器内科 久保　亨 725 老年病・循環器内科科 森　正和 志賀2011-11 血液・呼吸器内科
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